














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 三浦宣之    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 （月３回） 

幹事 増岡昌行  事務所：さいたま市岩槻区本町 3-8-2-203 ℡048-758-0680 FAX048-758-0681  

       http://www.iwatsuki-rotaryclub.jp  E-mail:info@iwatsuki-rotaryclub.jp 

 

◆次回の例会◆ 令和元年 7 月 11 日（木）   各部門活動計画発表  点鐘：12：30 会場：ふな又 

 

岩槻ＲＣ第 57代会長を仰せつかりました 

三浦でございます。 

大宮西ＲＣ小木曽会長、そして藤嶋幹事今日 

はお忙しい中お越しいただき誠にありがとう 

ございます。 

 いよいよ三浦年度始まりました。まだ先だ 

と思っていましたが本当に月日が流れるのは早いもので、あっ

という間にこの日が来てしまいました。私は平成 17 年に入会

し今年で 15 年目になります。田口パスト会長と根岸会員が同

期に当たります。当時はイグレッタで例会が行われている時は

ほとんど出席していませんでした。転機になったのは 5年前で

す。イグレッタの耐震工事で会場がここふな又に移ってからよ

うやく出席できるようになりました。当初は 1年でイグレッタ

に戻る予定でしたがなぜか例会場がふな又に固定されてしま

いました。そこで出席できるのだから幹事をやりなさい。そし

て幹事をやったのだから会長もやりなさいといわれました。諸

事情もあってなかなか会長職を引き受けませんでした。原田直

前が２回の会長をやることになってしまいました。そこで、原

田直前から「俺が 2回目やるのだから次は三浦やれよ」と言わ

れましたのでこれはやらなくてはいけないと思いました。 

 引き受けたからには精一杯岩槻の為に尽くしていきたいと

思います。代々受け継がれてきた伝統のある岩槻ロータリーを

後の世代にも良い形でつなげて行ければと考えています。まだ

まだ勉強不足で知識も経験もございませんが、今、会長をやら

せて頂いくにあたって色々と勉強をしています。気が付いたこ

とはＲＣに所属しているだけで誰かの役に立っている、世の中

を少しでも良くしているということを感じています。しかしそ

れだけではダメだと、今後は積極的に関わる事で地域、青少年、

そして世界に対してもっと良い方向にもっていき、そして貢献

していかなければならないと感じています。皆さんのご指導の

下、ロータリーを学び、そしてそれを実践し、楽しみながら増

岡幹事と頑張っていきたいとおもいますので 1 年間宜しくお

願いします。 

  

 
 

1 地区より会員増強維持部門より会員 

増強地区目標のご案内 

2 7月のロータリーレート 108円 

3 インターアクト年次大会のお知らせ 

4 地区エンドポリオ Tシャツ引渡し案内 

5 日韓親善会議のご案内  

6 青少年交換の協力のお願い 

7 地区より危機管理委員会 2019-20名簿。 

8 2018～19年度ライラ報告書 

9 2018～19年度第 4グループの精算書及び決算書 

10 岩槻東 RCから納涼例会のご案内 

11 7月例会プルグラムが第 4グループの 5クラブから届

いております 

12 ロータリー財団 RI日本事務局より財団室ニュース 

13 さいたま市交通安全対策協議会から委員会資料 

 

 

                        

 
国際奉仕委員会 委員長 鈴木真樹 
9月 28日(土)第 15回日韓親善会議の件。申込の締切は 

7月 19日まで。 

 

会報・広報委員会 委員長 田畑寛樹 
2019～20 三浦年度のホームページをリニューアル致しま

したので是非とも見て頂けますようお願い申し上げます。 

 

青少年奉仕委員会 委員長 出山知宏 
・第 32回インターアクト年次大会開催（8月 24日(土)） 

・2020～21年度青少年交換プログラム派遣学生募集 

三浦年度  第１回  通算２６９７例会           令和元年７月４日 
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Weekly Report 
クラブ・テーマ「ロータリーを学び、実践し、楽しもう」

 

三浦年度初例会、第 56代

原田晃博会長から第 57代

三浦宣之会長へクラブ会

長バッジ、増岡昌行幹事

へクラブ幹事バッジが引

き継がれました。 

第４Ｇ 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

小田光司様 
（岩槻） 

第４Ｇ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ幹事 

田中芳明様 
（岩槻） 

大宮西ＲＣ 

会長 

小曽木賢己様 
 

大宮西ＲＣ 

幹事 

藤嶋剛史様 
 

本日のお客様 

幹事報告                幹事 増岡昌行 

会長挨拶      第 57 代会長 三浦宣之 

第 56 代原田会長 → 第 57 代三浦会長 

委員会報告  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：会報・広報委員会   委員長 田畑寛樹 副委員長 関根信行  委員 志水一雄 中村 正 高橋真理以 

 

出 席 報 告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

27 15   55.56％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 31,000 円 

年間累計額 31,000 円 

 

ビジター 

第４Ｇガバナー補佐 小田光司様（岩槻） 

三浦会長、増岡幹事、ご就任おめでとうございます。一年間 

一緒に頑張りましょう。宜しくお願い致します。 
第４Ｇ幹事 田中芳明様（岩槻） 

三浦会長、増岡幹事第１例会おめでとうございます。宜しく 

お願いします。 

大宮西ＲＣ 会長 小木曽賢己様 

初例会おめでとうございます。1年間宜しくお願い申上げます。 
大宮西ＲＣ幹事 藤嶋剛史様 

初例会おめでとうございます。1年間宜しくお願い申上げます。 
メンバー（50音順） 

菊地 廣 木村郁夫 塩田淳司 鈴木 隆 鈴木真樹 

関根信行 田畑寛樹 出山知宏 中村 正 内藤 明 

原田晃博 増岡昌行 三浦宣之 

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

岩槻ロータリークラブに入会して、今年度で１０年目という

節目の年度にこのような素晴らしい幹事という役職にご指名

いただき、誠に感謝申し上げるとともに、果たして自分で勤め

上げることができるのか？という不安と緊張感、また１年間勤

め上げた時の自分の成長も期待しておるところでございます。 

今年度、三浦会長は３つの重点項目として、「ポリオ撲滅か

らクラブ活性化」という地区運営方針に基づき、ポリオ撲滅運

動をクラブ全体で行うことを提言しております。また今年度は

インターアクト協議会のホスト校である岩槻高校インターア

クトクラブのスポンサーとして、インターアクト協議会を成功

に導くために、クラブ会員が助け合い、会員全員で協力して、

必ず成功させると強い意志も示されています。どの重点項目も

クラブが一丸となり、会員同士が協力していかなければ成しえ

ない事業だと思います。三浦会長がお示しになった重点事項を

しっかり会員皆様方にお伝えし、クラブが今以上に活性化でき

るように会員皆様のご意見を聞き、会長との橋渡し役としてし

っかり事業が成功するよう職責を全うしたいと思います。 

三浦年度が会員皆様方に有意義な年度だったと思ってもら

える様、会員皆様方のご協力とご理解いただけるように精一杯

１年間頑張っていきたいと思います。 

何卒、ご理解ご協力を宜しくお願いいたします。 

 

今年度は主に大きな事業が４つあります。まず 1 つ目が小

林ガバナーの地区運営方針であります「ポリオ撲滅活動から、

クラブ活性化へ」ということで、今年度は例年よりポリオ撲

滅活動を積極的に取り組んでいこうと思います。10月 24日が

世界ポリオデーの日になっております。ガバナーの方から必

ずこの日にポリオに関するイベントを行ってくださいと言わ

れています。今考えているのはエンドポリオの赤いＴシャツ

を着て夕方から岩槻駅前で募金活動を行うとい事を考えてい

ます。その後メンバーで慰労会、懇親会を開きたいと思って

います。また、岩槻まつりやサッカー大会の時も同様に募金

活動を行えればと考えています。また、今年度は第一、第二

例会を 12 時 30 分～そして第三例会を夜間例会とし夜の７時

からとしました。その夜間例会の食事を節食例会としまして

食事費 1200円の半分をポリオの方に寄付をさせて頂きます。

例えばおにぎりとか蕎麦・うどん・お茶漬けなんかを考えて

います。いわゆる軽食です。決してふな又が手を抜いている

わけではないという事をご理解いただけたらと思います。ま

た、ポリオをより理解してもらう為に地区の方より卓話をお

願して行きたいと思っています。 

 2つ目が蓮田ＲＣとの合同の少年サッカー大会です。こちら

は 11 月に開催されます。第 10 回の記念大会となりますので

通年より予算が倍、そして大会の方が 2日かけて行われます。

2 日目の決勝では埼玉スタジアムの隣の天然芝のグランドで

行われます。こちらは小林篤社会奉仕委員長のお力によりグ

ラウンドを抑えることができました。子供たちは土のグラウ

ンドより芝のグランドもしくは人工芝のグランドでプレーす

る事にすごく憧れがあるようです。そして毎回恒例となって

います焼きそばの方もいつもは 400 食ですが今年は７００食

作る予定です。当日はかなり大変なことになると思いますの

でできるだけ多くの参加、ご協力をお願いしたいと思います。 

 3 つ目といたしまして 2 月 16 にインターアクト協議会がご

ざいます。こちらが一番の大きな事業となると思います。2月

15 日から韓国のインターアクト訪日団が来日します本年度は

岩槻ＲＣがスポンサーを務めます岩槻高校がホスト高校とな

ります。300 人以上の大きな事業となります。どのように企

画・運営していけばよいのか、出山青少年奉仕委員長を中心

に岩槻高校と綿密な打ち合わせをしていかなければいけませ

ん。あくまでも主体は岩槻高校インターアクト部なのですが、

この前部活を見学したところなかなか生徒・先生が主体とな

って進めていくのは難しいのかなという印象を受けました。

岩槻ＲＣが背中を押し、アドバイスをしながら密に連絡を取

りながら進めていかなければならない事業だと思います。企

画もさることながら当日の運営も会員の皆さんのご協力なく

して進行することは難しいと思いますので宜しくお願いしま

す。 

 4つ目が 3クラブ合同例会です。今回は岩槻ＲＣがホストク

ラブとなっています。これは 3 月に予定しています。講師の

先生を呼んで、講演会そして懇親会へと進めていこうかと考

えています。 

 

 

スマイルＢＯＸより 

14 日 

田畑寛樹会員 

 

会長所信表明       会長 三浦宣之 

７月の誕生祝い 幹事所感               幹事 増岡昌行 

23 日 

内藤 明会員 

プレゼントは映画ペアチケ

ット！バラの入浴剤は三浦

会長夫人順子様からです💛 


